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昼例会は12：30 ～ 13：30
詳しくはHPをご覧ください。

      ニコニコ BOX
・竹 島君　財　新年度よろしくお願い致します。
・大 竹君　財　よろしくお願いします。
・芋 田君　財　竹島さん、大竹さん、一年間宜しく

お願いします。
・ 泉 君　財　竹島会長、大竹幹事、１年間よろしく。
・柿 本君　財　宜しくお願いします。
・欠 畑君　財　雨の七夕！竹島会長、大竹幹事の一

年間の頑張り期待します。
・佐 々 木君　財　新年度、竹島会長、大竹幹事、１年

間よろしくお願いします。
・高 村君　財　竹島会長、大竹幹事、竹・竹コンビ

で一年間よろしく。
・照 井君　財　よろしくお願いします。
・杉 山君　財　本日より、よろしくお願いします。
・堰 野 端君　財　一気に梅雨らしくなりましたが、皆

様ご自愛を！
・金 沢君　財　竹島チームスタートおめでとうござ

います。杉山さんよろしくです。
・白 濵君　財　竹島会長、大竹幹事１年間宜しくお

願いします。
・カ ン　　　　2,181 円

第 2957回例会
令和４年 7 月 7 日（木）12：30 ～
於：サン・ロイヤルとわだ

会長挨拶　竹 島 直 樹  会 長

新入会員入会セレモニー

　新年度一年間宜しくお願いします。今日はこの後、会
長卓話が有りますので、挨拶は簡単に済ませたいと思い
ます。本日は、新入会員入会セレモニーが有りますので、
宜しくお願いします。

〇新 入 会 員 紹 介　スポンサー　芋田一志 会員
　　　　　　　　　代　　　理　柿本　聡 会員
〇入会宣誓書朗読　杉山克也 新会員

入会宣誓書を朗読する杉山克也新会員（右）入会宣誓書を朗読する杉山克也新会員（右）
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全 体 会 議

・定足数の確認　柿本聡事務局
　会員数 27 名　本日出席 13 名　よって本会議が成
立することを報告します。

１）細則変更の件
変更（案）
十和田東ロータリークラブ細則　第２条　理事会に、
以下の文章を追加する。

「尚、理事会は例会に於いて、クラブ協議会と兼ね
て開催することができる」

　　経過説明　柿本聡事務局
　　５月 26 日（木）
　　高村和雄会員から、理事会の単独開催について提案。
　　６月２日（木）

例会にてクラブ協議会開催。例会終了後、理事会開
催。その後クラブ協議会を開催し様々な意見をいた
だく。意見の詳細は、2022.7.7 会報Ｐ３を参照し
て下さい。

〇金沢 守昭 会計
　７月 23 日（土）に 12：30 からアスパムで開催さ
れる、第１回財団セミナーに参加してきます。

・地区要覧Ｐ４地区目標９項目の説明。
・米山奨学生の卓話を開催したい。
・60 周年に向けて繋がっていくような一年にしたい。
・2023 年５月 25 日（木）の例会が、3000 回記念例

会となるので、何か記念になることをしたい。
・８月４日（木）に、ガバナー公式訪問があるので、皆

様の参加をお願いします。

・地区事務所から、地区補助金報告書提出についてがき
ました。

・友事務所から、時差出勤と在宅勤務併用のお知らせが
来ました。

　　概ね７月末まで。
・６月 17 日（金）11：00 から、きざん三沢に於いて

東第２グループ　2022―23 年度　会長・幹事会が開
催されました。当クラブガバナー公式訪問は８月４日

（木）16 時から、サン・ロイヤルとわだで開催されま
す。服装はクールビズ。

・ロータリー文庫から、電子図書館の新しいユーザー名
とパスワードが来ました。

・十和田ＲＣから、事務局変更のお知らせが来ました。
　　新事務局　社会福祉法人　生きがい十和田
　　住　所：〒 034―0031 十和田市東三番町１―６
　　　　　　生きがいプラザ内
　　ＴＥＬ：0176 － 25 － 5678
　　ＦＡＸ：0176 － 24 － 2794

委員会報告

幹事報告　大 竹 正 貴  幹 事   

・７月のロータリーレート　136 円／＄
・十和田ＲＣから、会報がきたので回覧します。
・三本木農業恵拓高校へ、『命の花プロジェクト』支援

金贈呈と、地区補助金を使った支援品の贈呈をした記
事が、東奥日報とデーリー東北に掲載されたので回覧
します。

・地区事務所から、米山奨学生の卓話の依頼のお願いが
来ました。

・地区事務所から、第１回財団セミナーの開催について
が来ました。

　　日　時：７月 23 日（土）12：30 ～ 16：30
　　場　所：アスパム４階『十和田』
　　参加予定者：金沢守昭会計
・地区事務所から、2022―23 年度に向けてのお願いが

来ました。
　　ロータリー財団　年次基金１人 150 ドル。
　　米山記念奨学会　普通寄付１人 3,000 円以上。

〇入会記念品贈呈　ロータリーバッジ、クラブバナー、
帽子、創立 50 周年記念誌、活動計
画と報告書。

〇入 会 の 挨 拶　杉山克也 新会員
　本日から皆様の仲間として地域の奉仕活動に努力し
てまいりますので、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い
します。

〇歓 迎 の 言 葉　竹島直樹 会長
　杉山さん、入会していただきありがとうございます。
今後ご活躍されることを期待しています。これから宜
しくお願いします。

会長卓話　新年度方針発表　竹島直樹 会長

入会記念品を受け取る杉山克也新会員（中）入会記念品を受け取る杉山克也新会員（中）



十和田東ロータリークラブ会報 Towada East Rotary Club Report－ 3 －

第 2958回例会
令和４年 7 月 14 日（木）12：30 ～
於：サン・ロイヤルとわだ

      ニコニコ BOX

・久　　保様　ニコ　今日はメークアップにお邪魔して
います。よろしくお願い致します。

・柿 本君　 財 　宜しくお願いします。
・ 泉 君　 財 　よろしく。
・竹 島君　 財 　コロナ急増！皆さんもお気をつけ

て！
・照 井君　 財 　久保さん、ありがとうございます。
・田中（健）君　 財 　よろしくお願いします。
・金 沢君　 財 　久保さん、ようこそ。歓迎いたし

ます。
・白 濵君　 財 　宜しくお願いします。久保さんよ

うこそ！
・堰 野 端君　 財 　第７波、もうしかたないですね！

皆様ご自愛を！
・杉 山君　 財 　何かと不慣れですが、ご指導の程、

宜しくお願い致します。
・欠 畑君　 財 　ありえないということはありえな

い。日本という法治国家での出来
事。真の民主主義を取り戻そう。

・高 村君　 財 　よろしく。
・芋 田君　 財 　よろしく。
・カ ン　　　　　1,472 円

・ハイライトよねやまが来たので回覧します。
・地区事務所から、地区ガバナー候補者選出についての

お願いが来ました。
　候補者がある場合は、９月 15 日（木）までに決議書

を地区事務所へ提出。
・地区事務所から、地区資金上期納入のお願いが来まし

た。
・ＲＩ研修・開発担当部から、ラーニングセンターのク

ラブ役員向けのコースについての案内が来ました。当

会長挨拶　竹 島 直 樹  会 長

　本日は２回目の例会になります。大竹幹事が濃厚接触
者になってしまったため、田中健太郎副幹事が司会、照
井伸良副幹事がニコニコを初めて担当しますので、宜し
くお願いします。青森県でもコロナの感染者が急増して
いて、自社でも数人が仕事を休んでいます。感染力が強
く、今後が気がかりです。このような状態なので、本日
の会食は黙食をお願いします。

ロータリーの友の解説
佐々木 紀仁  ロータリー情報・雑誌委員長

幹事報告 代理 田中 健太郎  副幹事

クラブ協議会兼理事会
１）上半期年会費納入通知書の件

82,300 円
内訳として
2022―23 年度上期会費  65,000 円
特別寄付（半期）   15,000 円
ガバナー会運営協力金（半期） 100 円
ロータリー文庫運営協力金（半期） 100 円
地区大会協力金（上期）  2,000 円
ＲＩＪＹＥＭ維持協力金（半期） 100 円
納入期限　2022 年７月 28 日（木）

２）地区補助金残金の件
2021―22 の地区補助金について、地区補助金と当
クラブから 53,900 円を助成金として支出し、あわ
せた金額で地区補助金事業として、三本木農業恵拓
高校へ支援品を贈呈しました。その残金を、一般会
計に繰り入れせず、地区補助金通帳に繰り入れる。

上記の通り全員一致で承認。

　　６月９日（木）
　　クラブ協議会にて細則の変更を提案。

細則を変更する場合は、全会員に 21 日前に改正案
を告知することになっているので、６月９日（木）
メールにて告知。７月７日（木）の例会で審議をし
て採決を取る。

　　７月７日（木）
　　全体会議
　　定足数：会員総数の３分の１（総会員数27名。従っ

て定足数は 10 名以上）
　採　決：出席者の３分の２

採決の結果、３分の２以上である、全員賛成で可決承認。

　久 保　浩 視 様（八戸ＲＣ）

      ビジター
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お見舞金贈呈

ビジター挨拶　久 保 浩 視（八戸RC会員）

　皆さん初めまして。職業分類は生命保険業で、メット
ライフ生命に勤務しています。八戸 RC へは 2012 年に
入会しました。住まいは、十和田市東十四番町なのです
が、なぜか八戸 RC に加入しています。ここ２年間は
WEB での例会参加でしたので、２年ぶりにリアルな例
会に参加させていただきました。来年度は築館智大八戸
ＲＣ会員が、ガバナーになる予定ですので、宜しくお願
いします。

クラブ協議会

委員会活動について
　　竹島直樹会長より、2022―23 年度クラブ活動方針

が説明され、続いて各委員長から委員会活動計画が説
明された。

委員会報告

〇金 沢 守 昭 会計
　９月３日（土）に『とわだ面接セミナー』を開催す
る予定です。場所は商工会館と各校をつないでリモー
トで行う予定です。当クラブが主管なので、協力をお
願いします。

〇芋 田 一 志 直前会長
　小さな親切運動十和田支部が、官庁街通りの清掃を
行うことになり、当クラブへ協力の依頼がありました。
　日時： 8 月６日（土）７：00 商工会館駐車場集合
　　　　 9 月３日（土）８：00 集合（場所未定）
　　　　10 月８日（土）８：00 集合（場所未定）
８月６日（土）は、小さな親切運動十和田支部が主管
で、当クラブはお手伝いをする。
９月３日（土）は、『とわだ面接セミナー』があるの
で協力できない。
10 月８日（土）は、共同開催へ向けて協議していく。

　田中健太郎副幹事へ、芋田一志直前会長から見舞金の
贈呈。（昨年度の入院のため）

クラブ協議会兼理事会

１）今月の例会運営の件
昨今のコロナ感染者数拡大の現状と先行きを鑑み、
７月 21 日（木）昼例会

時間短縮して開催し、昼食はお弁当の持ち帰
りとする。

７月 28 日（木）昼例会
時間短縮して開催し、昼食はお弁当の持ち帰
りとする。

２）公式訪問の件
16：00 からの会長幹事会、17：00 からのクラブ
協議会、18：30 からの公式訪問例会は開催する方
針。その後の懇親会は開催しない方針。最終決定は、
７月 28 日（木）の例会にて決定する。

上記の通り全員一致で承認。

クラブの担当者にはメールでお知らせしましたので活
用して下さい。

・十和田八甲ＲＣから、創立 20 周年記念式典・記念講
演並びに祝賀会の案内が来ました。

　日　時：９月 24 日（土）
　　　　　13：00～14：30　記念講演（十和田市民文化センター）
　　　　　15：00～16：10　記念式典（十和田市民文化センター）
　　　　　17：30～19：30　祝賀会（サン・ロイヤルとわだ）
　登録料：10,000 円
　締切り：８月１日（月）
・米山記念奨学会から、普通寄付のお願いが来ました。



十和田東ロータリークラブ会報 Towada East Rotary Club Report－ 5 －

クラブ協議会兼理事会

説明：柿本聡副会計
　１）2021―22 年度決算報告の件
　　　一般会計　収入の部　4,670,506 円
　　　　　　　　支出の部　3,347,741 円
　　　　　　　　差引残高　1,322,765 円
　２）2021―22 年度剰余金処分の件
　　　剰余金処分  405,000 円　寄付金特別会計補填

（下期）
　　　　　　　　  100,000 円　夢基金特別会計へ積み

立て
　　　　　　　　  150,000 円　周年記念特別会計へ積

み立て
　　　　　　　　  150,000 円　姉妹クラブ交流特別会

計へ積み立て
　　　　　　　　  517,765 円　次年度繰越金
　３）2022―23 年度予算変更の件
　　　次年度繰越金が517,765円に確定したことを受け　
　　　一般会計　収入の部　5,117,285 円
　　　　　　　　支出の部　5,117,285 円
上記の通り全員一致で承認。

第 2959回例会
令和４年 7 月 21 日（木）12：30 ～
於：サン・ロイヤルとわだ

      ニコニコ BOX

・佐 々 木君　財　相田ガバナー補佐ようこそ。
・竹 島君　財　よろしくお願いします。
・大 竹君　財　よろしくお願いします。
・柿 本君　財　宜しくお願いします。
・白 濵君　財　宜しくお願いします。相田ガバナー

補佐ようこそ！
・杉 山君　財　コロナ禍中、皆で手さぐり、良い方

向へ。
・欠 畑君　財　ようこそ、ＡＧ相田様。第７波のピ

ークはもうちょっとか？大丈夫！な
るようになる！

・ 泉 君　財　ヨロシク。
・カ ン　　　　848 円

会長挨拶　竹 島 直 樹  会 長

　青森県のコロナ感染者数が 1,000 人を超えて驚いて
います。自社でも数名休んでいますが、子どもから親へ、
そして夫婦へと感染している例が多いようです。今後も
どこまで増えるのか不安です。このような中、ロータリー
の活動をどのようにしていくかを模索中です。

　相田 喜一郎 様
　（東第２グループガバナー補佐・三沢東ＲＣ）

      ビジター

ガバナー補佐挨拶
相田 喜一郎  東第２グループガバナー補佐

・ＲＩテーマ説明。（地区要覧Ｐ３参照）
・田中常浩ガバナーの地区スローガンは『ロータリアン

の想いを繋ぐ』です。地区目標を、９つ掲げています。
詳しくは、公式訪問で田中常浩ガバナーが説明します。

・十和田市内３ＲＣ合同で開催している、とわだ面接セ
ミナーは素晴らしい事業だと思います。

・東第２グループには、ローターアクトクラブが無いの
で立ち上げたいのですが、なかなか単独クラブでは難
しいので、複数のクラブで設立することを考えてみて
はどうでしょうか。

・８月４日（木）に当クラブの公式訪問が開催される予
定です。会員の皆さんは 17 時からとなりますので、
出席をお願いします。

・９月３日（土）にとわだ面接セミナーが開催予定です。
面接官のお願いと、パソコン、タブレットの貸し出し
のお願いが来ています。

・地区事務所から、2022―23 年度募集（2023 年派遣
予定）の青少年交換留学生対象の説明会の案内がきま
した。

　　日　時：７月 30 日（土）　10：00 ～ 12：00
　　場　所：八戸ポータルミュージアム　はっち
　　　　　　『レジデンスＡ』
　　締切り：７月 25 日（月）
・コロナ感染者数増加にともない、コロナの濃厚接触者

も増えてきていますので、気をつけてください。

幹事報告　大 竹 正 貴  幹 事   
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      ニコニコ BOX

・白 山君　財　しばらく。
・肴 倉君　財　お久しぶりです。
・金 沢君　財　佐々木パストガバナーようこそです。

面接セミナー、みなさまよろしくで
す。

・竹 島君　財　佐々木パストガバナーようこそ！よ
ろしくお願いします。

・柿 本君　財　佐々木パストガバナーを歓迎します。
・ 泉 君　財　よろしく。
・大 竹君　財　よろしくお願いします。佐々木パス

トガバナーようこそ。歓迎致します。
・佐 々 木君　財　よろしくお願いします。佐々木パス

トガバナーようこそ。歓迎致します。
・白 濵君　財　宜しくお願いします。13 時に中座し

ます。
・芋 田君　財　宜しく。
・欠 畑君　財　第７波の収束も、ちょっと時間がか

かるか？ with コロナ！経済を回し
ていこう！

・高 村君　財　よろしく。
・田中（健）君　財　よろしくお願いします。
・カ ン　　　　1,824 円

　本日から演台が新しくなり、心新たに活動して行きた
いと思います。８月４日（木）には、ガバナー公式訪問
がありますので、出席をお願いします。また、９月 24
日（土）には十和田八甲ＲＣの創立 20 周年があります
ので、参加をお願いします。

会長挨拶　竹 島 直 樹  会 長

・８月４日（木）のガバナー公式訪問への出席をお願い
します。

・９月 24 日（土）の十和田八甲ＲＣの創立 20 周年へ
の参加をお願いします。

・９月３日（土）のとわだ面接セミナーへの参加をお願
いします。

・ＲＩ日本事務局から、人頭分担金とＲＩ規定審議会分
担金の請求書が来ました。

・地区事務所から、2023―24 年度ＲＩ第 2830 地区公
式キャラクター募集の、参加表明期間終了のお知らせ
が来ました。

・地区事務所から、クラブ拡大・会員増強委員会報告が
来ました。

・コロナの濃厚接触者が増えているので、気を付けてく
ださい。

第 2960回例会
令和４年 7 月 28 日（木）12：30 ～
於：サン・ロイヤルとわだ

　佐々木 千佳子 様（パストガバナー・十和田ＲＣ）

      ビジター

幹事報告　大 竹 正 貴  幹 事   

・地区資金（一般会員）
12,500 円× 27 人＝ 337,500 円

　ガバナー会運営協力金
　100 円（上期分）× 27 人＝ 2,700 円

　ロータリー文庫運営協力金
　100 円（上期分）× 27 人＝ 2,700 円

　ＲＩＪＹＥＭ維持協力金
　　100 円（上期分）× 27 人＝ 2,700 円

　地区大会協力金
2,000 円（全期分）× 27 人＝ 54,000 円

　合計　399,600 円を地区に送金します。
・人 頭 分 担 金 と Ｒ Ｉ 規 定 審 議 会 分 担 金 、 併 せ て

134,028 円をＲＩ日本事務局に送金します。
・米山奨学金一般寄付上期分、40,500 円を米山奨学会

に送金します。
・国際平和資金上期分、10,800 円を地区に送金します。

会計報告　金 沢 守 昭  会 計

パストガバナー挨拶
佐々木 千佳子  パストガバナー

・公式訪問についてですが、ガバナーと直接話せる良い
機会ですので、クラブの活性化に繋げていただければ
と思います。

・昨年度の６月に女性会員の集いを地区クラブ拡大・増
強委員会で開催しました。皆様にご協力いただきあり
がとうございました。本年度も会員増強も兼ねて開催
したいと思っていますので、宜しくお願いします。

・ロータリーソング斉唱は、親睦が目的なので対面で斉
唱をお願いします。

・９月３日（土）開催の、第 10 回とわだ面接セミナー
への参加協力をお願いします。
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クラブフォーラム

　ロータリー財団から白山春男会員に、寄付累計 8,000
ドルを超えたので、マルチプル・ポール・ハリス・フェ
ロー（７回目）のバッジがきたので、伝達します。

白山春男会員（左）へバッジ贈呈白山春男会員（左）へバッジ贈呈

・公式訪問について
　日　　時：８月４日（木）
　　　　　　　16：00 ～　会長幹事面談（リンゴジュース）
　　　　　　　17：00 ～　クラブ協議会（コーヒー）
　　　　　　　18：30 ～　公式訪問例会
　ビジター：田中常浩ガバナー、藤野芳孝地区幹事長、

相田喜一郎東第２グループガバナー補佐、
築館智大ガバナーエレクト（例会のみ）。

　準 備 物：2022 ～ 23 年度活動計画と報告は、当日
　　　　　　配布。

クラブ協議会兼理事会

１）公式訪問懇親会の件
　　昨今のコロナ感染者数拡大の現状と先行きを鑑み、
　　８月４日（木）公式訪問例会
　　　　　公式訪問例会終了後の懇親会は開催しない。
　　　　　お弁当を準備する。
２）８月例会運営の件
　　昨今のコロナ感染者数拡大の現状と先行きを鑑み、

８月 11 日（木）休会（山の日）
８月 18 日（木）昼例会
　　　昼例会の予定を休会とする。
８月 25 日（木）夜例会

昼例会に変更したうえで、時間短縮して開催
し、昼食はお弁当の持ち帰りとする。但し、
コロナ感染の状況によっては会長、幹事の協
議により休会の場合もある。

３）名義使用の件
小さな親切運動十和田支部から、８月６日（土）、
９月３日（土）、10 月８日（土）におこなう官庁街
通りの清掃活動の事業に対して、協力団体として当
クラブの名義使用のお願いが来ました。
名義使用を許可する。

上記の通り全員一致で承認。

ポール・ハリス・フェローの表彰

今 後 の 予 定

4 日（木） 18:30　第 2961 回例会：サン・ロイヤル とわだ
　　　　　夜：公式訪問例会

16:00 ～　会長幹事面談
17:00 ～　クラブ協議会
18:00 ～　公式訪問例会

　　　　　　　卓話：田中常浩ガバナー
　　　　　【懇親会無し　お弁当対応】
11 日（木）第 2962 回例会　休会（山の日）
18 日（木） 12:30　第 2963 回例会：休会
　　　　　【コロナ感染対策のため】
25 日（木） 18:30　第 2964 回例会：サン・ロイヤル とわだ
　　　　　【昼例会に変更　短時間開催　お弁当対応】
※コロナ感染者拡大の場合、休会になる可能性があります。

8月 会員増強・新クラブ結成推進月間

1 日（木） 12:30　第 2965 回例会：サン・ロイヤル とわだ
　　　　　昼：理事会
　　　　　　　『友』の解説
3 日（木） とわだ面接セミナー

十和田商工会館
8 日（木） 12:30　第 2966 回例会：サン・ロイヤル とわだ

　　　　　昼：会員増強委員長卓話
　　　　　　　『会員増強について』
15 日（木） 12:30　第 2967 回例会：サン・ロイヤル とわだ
　　　　　昼：外部講師卓話
　　　　　　　（米山留学生卓話含む）
22 日（木） 18:30　第 2968 回例会（場所　未定）
　　　　　夜：収穫感謝家族例会
24 日（土） 十和田八甲 RC 創立 20 周年

十和田市民文化センター
サン・ロイヤル とわだ

30 日（金）RI 会長代理歓迎晩餐会
むつグランドホテル

9 月
基本的教育と識字率向上月間
ロータリーの友月間


